
交通機関

公共交通機関向け 
セキュリティは新しい段階へ。
リアルタイムで実現する 
集中型監視システム。



あらゆるインシデ
ントにおいて、的確
な判断へ導く。
交通機関の多様化および分散化に伴う 
複雑な課題への取り組み。

都市の交通機関で発生するすべての事象を把握
する業務には、大きな困難が伴います。駅での暴
力行為、移動中の車両周辺で生じる深刻な負傷
事故、線路内の金属部品の盗難、車庫での破壊
行為など、いつ何時困難に直面するかわかりま
せん。常に徹底して状況を把握するには、鮮明な
映像を提供する集中型監視システムが不可欠で
あり、これによりあらゆるインシデントで的確な
判断を下すことができます。

当社では、カメラからエンコーダにいたるまで、
交通機関監視向けの一連の製品ラインアップを
提供しております。アクシスのカメラは、産業分
野における優秀なインテリジェントアプリケー 
ションに対応したプラットフォームであり、セキュ
リティオペレーターが適時に賢明な判断を行え
るよう支援します。アクシス製品が提供する技術
を通して、職員が迅速、効率的かつリアルタイム
でインシデントに対応することが可能なため、乗
客、従業員、設備の安全を常に確保することがで
きます。
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リアルタイムで 
トータルセキュリティを 
実現する
集中監視システム。

交通機関が安全であると認められるためには、
乗客が移動中、終始安心できなければなりませ
ん。それには、インシデントの発生を効率的に検
知し、優先順位を定めて対応できるようにするた
め、交通機関のあらゆる結節点との連携が必要で
す。アクシスのソリューションは、ライブ映像を
提供するすべてのカメラを警備センターに接続し
ます。それが走行中の車両からワイヤレス接続さ
れている場合であってもです。インシデントが発
生した場合には、関係者全員が同じ証跡映像を共
有できるように警察当局および救急隊員に映像を
提供して、現地到着時の対策準備を整えることが
できます。



アクシスのソリューションは、オープンスタンダー
ドを基盤としているため、他のIPシステムや主要
なビデオ管理システムと柔軟に統合することが
できます。そのため、必要となるカメラを段階的
に増設していくことが可能です。アクシスのエン
コーダは、既存のアナログカメラのネットワーク
へのシームレスな統合を可能にします。

一切の見逃しも生じないようにするため、アク
シスは、産業分野で用いられる数多くの優れた 
パートナーアプリケーションに対応した、ビデオ
分析プラットフォームをご用意しております。
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インテリジェントカメラによるスマートな監視を実現。
適用範囲

>  敷地周辺および敷地内への侵入検知
> 線路内への出入監視
> 混雑度
> 煙検知
> 暴力行為の検知
> 徘徊行為
> 顔認識

警備センター

支援対策リソース

駅およびターミナル車載監視

車庫および駅構内

インターネッ
ト / IPネット
ワーク

インフラストラクチャ



あらゆる場面で的確な判断をサポート。
交通機関でインシデントが発生した場合、即時に検知し、迅速に対応することが重要です。 インシデン
ト管理の主な目標は、インシデントによる影響を最小限に抑え、状況を悪化させず、適切な支援対策リ
ソースを利用することにあります。アクシスのネットワークビデオソリューションは、インシデントの検知
から優先順位の決定、検証および対策にいたるまで、一連のインシデントを通じて高いメリットを生み
出します。

検知 優先順位の決定 対応 優先順位の再決定

インシデント時の対応

即時検知
これまでインシデントが発生すると、 

乗客、従業員または警備システムにより
通報されてきました。しかし今日では、 

インテリジェントカメラアプリケーション
により自動的に検知することも可能です。
このアプリケーションにより、インシデン

ト発生時にカメラから警備センターへ自
動的に警告を発信することができるよう

になりました。

目視評価と識別
インシデント検知後、同時に発

生した他のすべての事象ととも
に優先順位を設定する必要が
あります。光量や天候に左右さ
れず、交通機関の細部まで映し

出す鮮明な映像により、オペレー
ターが視覚評価を行い、リアル

タイムで次に実行すべきアクショ
ンを決断することができます。ア

クシスカメラは、状況を明確に
捉え、人物および被写体の重要

となる細部まで鮮明に映し出す
高画質映像を提供します。

証跡画像の共有
警備係員と緊急隊員との業務

の引継ぎは、無線経由でライブ
映像をモバイルデバイスにスト
リーミング配信することで実施

することができます。これを通じ
て、関係者全員が共通の証跡映

像を共有し、状況が今後どの 
ようにエスカレートまたは展開
するのか継続して監視すること
が可能となり、緊急隊員は現地

に到着する前に準備を整えるこ
とができます。



優先順位の再決定 検証 対策

インシデント後の対応

メインサーチと再評価ツール
インシデントは徐々に進行し変化する
ため、映像がインシデントの捜索およ
び再評価の重要な鍵となります。例え
ば、被疑者が現場を立ち去った場合、
インシデント関与者の捜索にライブ
映像および記録された映像を使うこ
ともできます。関連する映像へアクセ
スすることにより、関係者全員に情報
を提供すると共に、アクションおよび
対応の優先順位を再設定することが

できます。

明確な識別および有力な証拠
映像による証拠は、インシデントの検
証を行い、現在の場面をさまざまなア
ングルから映し出すのに重要です。こ
れらの映像は、対象人物を明確に識
別し、誰が何を行ったかに関する疑い
を払拭するために非常に重要です。ア
クシスのカメラは、低光量または非常
に明るい停車場でも高解像度映像を
提供することが可能です。

インシデントの再生 
および組織的課題の学習
追跡調査の段階では、録画映像
を再生しながら、調査員によるイ
ンシデントの検証を行います。録
画された映像について議論およ
び調査することにより、新しい調
査員および熟練した調査員が、
実際のインシデントからお互い
の見解を共有するような学習の
場を持つことができます。
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公共機関の隅々にまで対応したソリューション

困難な照明環境も克服
アクシスのカメラは、非常に困難な照明状況
でも映像を映し出すことが可能です。駅の裏
側や線路のインフラストラクチャといったエ
リアでは、アクシスのLightfinderにより、暗い
シーンでも色彩を損なうことなく高画質映像
が実現します。さらにワイドダイナミックレン
ジ (WDR) は、シーンにおける異なる光量レベ
ルを調整します。WDRにより、大きな窓の前に
立っている人やトンネルへ続く交通の流れを
明確に捉えらることができます。さらに当社
のサーマルカメラは、完全な暗闇や非常に厳
しい条件での検知をサポートします。物体、
車両および人物の検知にサーマルイメージ
ング技術を用いることで、煙、薄霧、埃や靄の
発生によって、鉄道線路を横断する犯人の発
見が妨げられることはありません。

インテリジェントビデオ機能
アクシスのインテリジェントビデオ機能によ
り、交通機関の安全性をより一層高めること
ができます。当社のオープンアプリケーション
プラットフォームにより、ビデオ分析分野に特
化した企業が、インシデント管理に固有の価
値をもたらすアプリケーションの開発を行う
ことができます。これらのスマートアプリケー
ションを使用して、インシデントを未然に防止
するための警告、および発生中のインシデン
トの警告を、それぞれカメラから自動的に発
信させることが可能です。

車載向けソリューション
アクシスの製品は、車両の振動や動作に影響
されることなく、バスまたは列車内のHDTV映
像を提供することができます。映像は、遠隔操
作でライブ映像として見たり、また同時に車
内で録画することもできます。当社のソリュー
ションは、車両搭載用の認証・認可を取得済
です。

アクシスは、交通機関に鮮明な視野
をもたらします。苛酷な照明条件下で
も、実際に何が起こっているのか確実
に映し出すことができます。即ち必要
となる映像をカメラが確実に捉える
ことができるのです。

低光量条件下でも高画質
および色彩を維持

完全な暗闇をも見通すアクシス
のサーマルカメラ

逆光および眩光における
画像鮮明度

電子動体ブレ補正
振動、揺れによる影響を
最小限に抑えます。
>  風や列車の振動など

を伴う場合でも高画
質映像を実現。
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公共機関の隅々にまで対応したソリューション

AXIS Q35  
シリーズ
HDTV解像度対応の屋内
および屋外向けカメラ
は、WDRとLightfinder機能の
切り替えをシームレスに行
います。駅周辺の領域や出
入り口に最適です。

AXIS P39-R  
ネットワーク 
カメラシリーズ
バス、列車、地下鉄、緊急車両
の監視専用に設計されていま
す。コンパクトで堅牢かつ目立
たないカメラは、防塵および防
水仕様で振動や衝撃に耐久性
を発揮します。

AXIS Q60  
シリーズ
最も要求の厳しい監視用途でも
細部まで優れた映像を実現する、
最大35倍の光学ズーム搭載の屋
内および屋外向けPTZドーム型カ
メラ。非常に広い範囲をカバーす
るため、駅構内などに最適です。

電子動体ブレ補正
振動、揺れによる影響を
最小限に抑えます。
>  風や列車の振動など

を伴う場合でも高画
質映像を実現。

AXIS P13 シリーズ
最大解像度 5メガピクセルを
有する堅牢なカメラ。駅、ター
ミナル、プラットフォームに最
適なソリューションです。

AXIS Q19 サーマルカメ
ラシリーズ
完全な暗闇の中や煙、霧、埃、
薄い霧などが発生した厳しい
状況でも、人物、物体、インシデ
ントを検知します。



世界中で、多忙が続く 
さまざまな交通機関で実績を立証。

アクシスのカメラの性能には非常に驚きました。優れた
画質を提供するだけでなく、多数のユニットが実装され
ているにもかかわらず、カメラに関する問題はまったく
生じていません。

マドリード、スペイン (バス)
マドリードでは、365日24時間2,100台のバスが運行し、バス路線総距離3,618キロ
メートルにおいて年間4億2千5百万人以上の乗客を輸送しています。

Iñigo Rodríguez-Rovira Rodríguez、セキュリティマネージャー、 
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)

さらに防犯対策および犯罪抑止の面でも、ビデオ監視
は犯罪捜査や犯人の識別に大きく寄与しています。

ミュンヘン、ドイツ (列車)
MVG (ミュンヘン交通局) は、世界で最も先進的な交通機関サービスを提供し
ています。年間5億人以上の乗客がバス、路面電車や地下鉄を利用しています。
.

Harald Pickert、犯罪捜査部部長、ミュンヘン警察本部

アクシスは卓越したビデオ映像で寧波市の地下鉄 #1 の
開通を支援しています。

寧波市、中国 (地下鉄)
全20駅に採用されたアクシスのビデオソリューションは、セキュリティ分野で卓
越したパフォーマンスを発揮しています。公安局および警察署に直結している
設備は、効率的なセキュリティ管理を実現し、インシデントへの迅速な対応お
よび重要な利害関係者間の適時のやり取りを可能にします。

Luo Ji、Zhejiang Supcon Information Co., Ltd.社列車交通局副所長



世界中で、多忙が続く 
さまざまな交通機関で実績を立証。

このソリューションは交通機関の安全性を向上させ、
事態が輸送経路の運行や安全性に影響を及ぼす前に
車両の準備態勢を整え、警告を発信することで運用を
支援しています。

キト、エクアドル (バス)
エクアドルのキトにおける公共交通機関のトロリーバスの車両は、日々25万人
の乗客を輸送しています。監視システムには、集中型モニタリングが採用され
ており、運用の向上を図る乗客数集計ソリューションが含まれています。

Franklin Caranqui、キト市旅客輸送交通局機関テクノロジーコーディネーター

私はアナログ方式システムの分野で訓練を受けたた
め、少し心配でしたが、この不安はすぐに解消されまし
た。全オペレーターがこのシステムに非常に満足してい
ます。

ストックホルム、スウェーデン (駅)
Jernhusen社は、スウェーデンで最も利用客の多い2つの施設であるストックホ
ルム中央駅およびシティターミナルを保有し、管理を担っています。両施設に
は、警備、安全性、効率性を確保するため、ユーザーフレンドリーで柔軟性に優
れたアクシスIPシステムが採用されています。

Markus Sedenberg、中央駅およびシティターミナル安全統括管理者



アクシスは、インテリジェントなセキュリティソリューションを通じて、よりスマートで安
全な環境の実現を目指しています。世界のネットワークビデオ市場をけん引するリー
ダーとして、アクシスはオープンプラットフォームを基盤とした革新的なネットワーク
機器を次々と開発し、製品化しています。また、パートナーとのグローバルな連携体制
を通じて、お客様に付加価値の高い製品をお届けします。アクシスでは、長年にわたっ
てパートナーと協力関係を築いてきました。アクシスはこうしたパートナーに向け、蓄
積された知見と、既存および新規市場における画期的なネットワーク製品を提供して
います。

アクシスは全世界40ヶ国以上に1,900人を超える熱意にあふれた従業員を擁し、179ヶ
国の75,000以上のパートナーから成る連携体制に支えられています。スウェーデンに
本社を置くアクシスは1984年に設立され、NASDAQ Stockholm (ティッカーシンボルAXIS)
に株式上場しています。

より詳しい情報はwww.axis.comをご覧ください。
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